
アレンドルフ
イリュージョン

白い花の香りのあとに、ピーチやナツメグ
といったアロマティックな香り。ふくよかな
果実味が溢れ、酸は柔らかい。心地よい
甘みがあります。

希望小売価格 ￥2,900
容量：750ml　入数：12
弊社コード：424870
JANコード：4016511035505

ドイツ、ラインガウ
品種：ゲヴェルツトラミネール、シェーンブルガー
　　　リースリング
格付：VDP.グーツワイン

ALLENDORF 
ILLUSION

A LLENDOR F
アレンドルフ

700年以上の歴史を持つラインガウの老舗ワイナリー

ドイツ有数の銘醸地ラインガウにて1292年創業、700年以上の歴史を誇りラインガウに約75haもの
ブドウ畑を所有する家族経営のワイナリーです。現当主ウルリッヒ氏が27代目となるそう。ブドウ果汁
の特長によって、ワインメーカーのマックス（ウルリッヒ氏の甥）が味わいを判断し、醸造に使用する
樽を決定するこだわりで、特に世界的な評価を獲得するシュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）へ
の注目が高まっています。

アレンドルフ
リースリング トロッケン

アップルと完熟レモンのフレッシュなアロマ。
ジューシーなリースリングにわずかな酸を
感じる爽やかさでフルーティーな味わい。
南向きの斜面で太陽をたっぷりと浴び、
果実感溢れるワインとなります。

希望小売価格 ￥2,900
容量：750ml　入数：12
弊社コード：411633
JANコード：4016511002910

ドイツ、ラインガウ
品種：リースリング100%
格付：VDP.グーツワイン

ALLENDORF
RIESLING TROCKEN

アレンドルフ
ヴィンケラー リースリング トロッケン

黄土とシルト質の土壌で、最初の一口目
から果実味の力強く豊かな味わいが感じ
られます。南向きの傾斜で太陽をたっぷり
と浴びた、ジューシーなワインです。

希望小売価格 ￥3,300
容量：750ml　入数：12
弊社コード：424871
JANコード：4016511010304

ドイツ、ラインガウ
品種：リースリング100%
格付：VDP.オルツワイン

ALLENDORF
WINKELER RIESLING TROCKEN

アレンドルフ
シュペートブルグンダー トロッケン

チェリー、ブラックベリー、プラムの芳醇な
香り。シュペートブルグンダーの特徴である
滑らかな果実感と調和し、ラインガウの
印象的なエレガントさもあります。ブドウは
厳選して手摘み収穫。鴨のロースト、
ステーキなど赤身のお肉とよく合います。

希望小売価格 ￥3,300
容量：750ml　入数：12
弊社コード：411613
JANコード：4016511048102

ドイツ、ラインガウ
品種：シュペートブルグンダー
       （ピノ・ノワール）100%
格付：VDP.グーツワイン

ALLENDORF
SPATBURGUNDER TROCKEN

アレンドルフ アスマンスホイザー
シュペートブルグンダー トロッケン

アスマンホイザーではシュペートブルグンダー
のみを栽培しています。この地域のワインは
スレート土壌に由来する火打ち石のような香り、
上質で素晴らしいエレガントな味わいとなり
ます。スパイスやハーブのきいた鶏肉や鴨の
プルーンソース添えなどとよく合います。

希望小売価格 ￥4,400
容量：750ml　入数：12
弊社コード：411615
JANコード：4016511047102

ドイツ、ラインガウ
品種：シュペートブルグンダー
       （ピノ・ノワール）100%
格付：VDP.オルツワイン

ALLENDORF ASSMANNSHAUSER
SPATBURGUNDER TROCKEN

アレンドルフ  
クエルクス

冷涼なラインガウの地のシュペートブルグ
ンダーらしいピュアな赤い果実味、口当た
りはまろやかでフィネスが感じられます。
ムンドゥスヴィニでドイツNo.1ピノ・ノワール
に選出も納得の味わいです。

ドイツ、ラインガウ
品種：シュペートブルグンダー
       （ピノ・ノワール）100%
格付：VDP.グーツワイン

ALLENDORF 
QUERCUS

アレンドルフ
ヘレンベルク シュペートブルグンダー

V.D.P.格付で辛口ワインの最高位に位置
付けられるG.G。上品ながらもフレッシュ
さとピュアなミネラルを感じます。力強いボ
ディでシルキーなタンニンも感じられ長い
フィニッシュが続く、アレンドルフの中でも
稀少な1本です。

希望小売価格 ￥11,600
容量：750ml　入数：6
弊社コード：425687
JANコード：4016511047706

ドイツ、ラインガウ
品種：シュペートブルグンダー
       （ピノ・ノワール）100%
格付：VDP.グローセス ゲヴェックス（G.G）

ALLENDORF
HOLLENBERG SPATBURGUNDER

白 赤

白

赤スクリュー スクリュー

白

スクリュー

スクリュー

スクリュー

希望小売価格 ￥5,800
容量：750ml　入数：6
弊社コード：411614
JANコード：4016511284217

赤

◆ムンドゥスヴィ二2020 スプリングテイスティング
「グラン・ゴールド受賞」&「ベストドイツピノ・
ノワール」をW受賞！（2016VT）

赤

ドイツ・プレディカーツワイン生産者協会（VDP）は高品質ワインの生産者で構成
されるドイツ国内の協会で、団体では世界最古。VDPの格付は、ドイツ法とは
異なり協会内で定められた独自の格付で、「畑」が基準となっています。ブルゴー
ニュワインの格付のように上から特級畑・一級畑・村名ワイン・地域名ワインの
4段階に区別されています。

VDP格付け制度

受賞歴

① VDP. GUTSWEIN / グーツワイン（地域名ワイン）
② VDP. ORTSWEIN / オルツワイン（村名ワイン）
③ VDP. ERSTE LAGE / エアステ・ラーゲ（一級畑）
④ VDP. GROSSE LAGE / グローセ・ラーゲ（特級畑） 

PETER JA KOB K UHM
ペーター・ヤコブ・キューン

ドイツ・ラインガウを代表する自然派ワイン

ドイツ・ラインガウ地方エストリッヒ村にあるペーター・ヤコブ・キューンといえば、230年以上にわたり
10世代続く由緒ある家系。現当主（11代目）であるペーター・ヤコブと妻のアンジュラがワイナリー
を引き継いだ1978年以降に劇的に品質が向上し、1991年のドイツ・リースリングコンクールで「エス
トリッヒ・ドースベルグ」が受賞したことで、一気に世界的に知名度が向上。今、ラインガウきっての
ビオディナミ生産者として注目を集めています。

ジャスミンや青リンゴ、グレープフルーツや柑橘の
皮など爽やかな香りにわずかなペトロール香。
唯一のスクリューキャップでもあり、カジュアルな
ラインの位置づけ、ワイナリーの歴史と技術の
結晶がよく現れた高品質高コスパなワインです。

ペーター・ヤコブ・キューン
ヤコブス リースリング トロッケン

ドイツ、ラインガウ
品種：リースリング100％

希望小売価格 ￥3,900
容量：750ml　入数：12
弊社コード：427607 
JANコード：4260135767025

白 スクリュー

PETER JAKOB KUHM
JACOBUS RIESLING TROCKEN 

シーファー土壌ならではの透明感のあるクリスプ
な酸とスパイシーさが特徴。リースリングのエレガ
ントさ、厳格さとスパイシーな余韻がワインの輪郭
を形成しています。アフターにジュワッと滲み出る
旨味とほのかな苦味も感じられます。

ペーター・ヤコブ・キューン
ラインシファー ハルガルテン リースリング トロッケン

ドイツ、ラインガウ
品種：リースリング100％

希望小売価格 ￥4,200
容量：750ml　入数：12
弊社コード：427608
JANコード：4261357670490

白

PETER JAKOB KUHM
RHEINSCHIEFER HALLGARTEN RIESLING TROCKEN 

珪岩を豊富に含む土壌の影響を感じる、ミネラル感
たっぷりのシャープな辛口リースリング。フレッシュ
な柑橘系果実主体にすりおろした黄色いリンゴ、
ほのかな生のナッツの香りがあります。キレのある
酸と伸びやか果実が心地よいワインです。

ペーター・ヤコブ・キューン
クォーツィット エストリッヒ リースリング トロッケン

ドイツ、ラインガウ
品種：リースリング100％

希望小売価格 ￥4,700
容量：750ml　入数：12
弊社コード：427609
JANコード：4260135767063

白

PETER JAKOB KUHM
QUARZIT QESTRICH RIESLING TROCKEN

32カ月もの長い熟成を経た非常にきめ細やかな
クリーミーな泡。ナッツやモカの香ばしさ、熟した
黄色い果実。旨味はたっぷりで複雑なフレーバー
とシャープな酸味がいいバランス。品種の特徴が
しっかりと映しだされた珍しいリースリング本格派
の1本です。

ペーター・ヤコブ・キューン
リースリング ゼクト

ドイツ、ラインガウ
品種：リースリング100％

希望小売価格 ￥5,800
容量：750ml　入数：12
弊社コード：427612
JANコード：4260135766349

スパークリング

PETER JAKOB KUHM
RIESLING SEKT 

エレガントな薔薇、サクランボなど甘酸っぱい
小さな赤果実。ホワイトペッパーに、少しスーッと
するハーブの香り。タンニンはこなれておりするする
と飲めてしまう旨味のある味わい。開いてくると
かなり華やかに化け、冷涼系ピノ好きにおすすめ
です。

ペーター・ヤコブ・キューン
シュペートブルグンダー トロッケン

ドイツ、ラインガウ
品種：シュペートブルグンダー100％

希望小売価格 ￥6,300
容量：750ml　入数：12
弊社コード：427611
JANコード：4260135767155

赤

PETER JAKOB KUHM
SPATBURGUNDER TROCKEN

華やかな黄色い花の香りに熟した花梨、レモンピール、
そしてアプリコットなど熟した果実味。引き締める
火打石のミネラル香の味わいはさすが特級畑。
高い酸のバランスが秀逸で余韻もかなり長い。
今飲んでも素晴らしいですが熟成させたら更に
魅惑的でポテンシャルは抜群です。

ペーター・ヤコブ・キューン
エストリッヒ ドースベルグ リースリング トロッケン GG

ドイツ、ラインガウ
品種：リースリング100％

希望小売価格 ￥11,600
容量：750ml　入数：12
弊社コード：427610
JANコード：4260135767100

白

PETER JAKOB KUHM
OESTRICH DOOSBERG RIESLING TROCKEN  GG
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